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 入札説明書の交付期間及び方法 令和２年
10月27日から令和２年11月17日まで 上記３
において交付する。
 入札説明会の日時及び場所 入札説明会は
開催しない。
 競争参加に必要な書類の提出期限及び場所
令和２年12月４日17時 国立研究開発法人
産業技術総合研究所 中部センター 業務部
会計グループ
 入札書の受領期限 令和２年12月18日17時
（郵送による場合は必着のこと。）
 開札の日時及び場所 令和２年12月21日14
時 国立研究開発法人産業技術総合研究所
中部センター 事務管理棟３階第３会議室

４ その他
 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨。

 入札保証金及び契約保証金 免除。
 入札者に要求される事項 この一般競争に
参加を希望する者は、封印した入札書を本公
告の入札書の受領期限までに提出しなければ
ならない。また、入札者は、開札日の前日ま
での間において、契約担当職から説明を求め
られた場合は、それに応じなければならない。
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者の提出した入札書及び入札者に求め
られる義務を履行しなかった者の提出した入
札書は無効とする。
 契約書作成の要否 要。
 落札者の決定方法 当研究所において採用
できると判断した入札者であって、当研究所
の規定に基づいて作成された予定価格の制限
の範囲内で最低価格をもって有効な入札を
行った入札者を落札者とする。
 詳細は、入札説明書による。
５ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Yuuji Yoshioka Director‑

Procurement Division for National Insti‑

tute of Advanced Industrial Science and

Technology Chubu

 Classification of the products to be pro‑

cured : 24

 Nature and quantity of the products to be

purchased : 1 set of Electron Energy‑Loss

Spectrometer for Cs‑corrected STEM

 Delivery period : February 26, 2021

 Delivery place : National Institute of Ad‑

vanced Industrial Science and Technology

Chubu (226698, Anagahora, Shimo‑shi‑
dami, Moriyama‑ku, Nagoya‑shi, Aichi‑

ken, 4638560)
 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall :

 not come under Article 7 and 8 of the

Cabinet Order concerning the Contract

for AIST.

 have Grade A，B or C in terms of the
qualification for participating in tenders

by National Institute of Advanced Indus‑

trial Science and Technology (in the fis‑

cal year of 2019, 2020 and 2021)

 Time‑limit for Tender : 17 : 00, December

18, 2020

 Contact point for the notice : Sachiko

Akasaka, Accounting Group, National In‑

stitute of Advanced Industrial Science and

Technology Chubu, 226698, Anagahora,
Shimo‑shidami, Moriyama‑ku, Nagoya‑shi,

Aichi‑ken, 4638560 Japan. TEL 052
7367019

２ 競争参加資格
競争入札参加資格の審査に関する公告に基づ
き、競争入札参加資格の登録をした者。なお、
新たに競争入札参加資格を得ようとする者は下
記の場所に申請すること。〒1508001 東京都
渋谷区神南２２１ 日本放送協会経理局調
達部 ＴＥＬ03 5455 5517 ＦＡＸ03
54552110
３ 入札書の提出場所等
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
及び問い合わせ先 〒1508001 東京都渋谷
区神南２２１ 日本放送協会内 ㈱ＮＨ
Ｋビジネスクリエイト 調達・管財事業部
（資材・国際調達）ＴＥＬ0354555556
ＦＡＸ0354555592（㈱ＮＨＫビジネスク
リエイトは日本放送協会の調達関係業務の業
務委託先である。）
 入札説明書の交付場所及び交付方法
〒1508001 東京都渋谷区神南２２１
㈱ＮＨＫビジネスクリエイト 調達・管財
事業部（資材・国際調達）担当：池光 令和
２年10月27日から令和２年12月15日までの土
曜日、日曜日、祝日を除く毎日10時から12時、
13時から17時まで。なお、入札説明書の交付
のため交付場所へ来訪する際は、事前に電話
連絡（ＴＥＬ0354555520まで）すること。
 入札書の受領・開札日時及び場所 令和２
年12月16日11時 日本放送協会 放送セン
ター 本館16階 1625会議室

５ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Masanao Takahashi Di‑

rector of Financial Department Japan

Broadcasting Corporation

 Classification of the products to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the products to be

purchased : The Vectorworks license 1 set

 Delivery period : 25 December 2020

 Delivery place : Place(s) specified by Di‑

rector of Financial Department Japan

Broadcasting Corporation

 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who have applied and been listed in

the permanent list of qualified suppliers

 Time‑limit for tender : 11 : 00, 16 Decem‑

ber 2020

 Contact point for the notice : NHK Busi‑

ness Create INC., 221 Jinnan, Shibuya‑
ku, Tokyo 1508001, Japan. TEL 03
54555520 FAX 0354555592

４ その他
 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨

 入札保証金及び契約保証金 免除
 入札者に要求される事項 この一般競争に
参加を希望する者は、入札説明書に記載した
書類を指定した期限までに提出しなければな
らない。提出された書類等を審査の結果、み
とめられた者に限り入札に参加できる。入札
者は、開札日の前日までの間において、調達
担当者から当該書類に関し説明を求められた
場合は、それに応じなければならない。
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者の提出した入札書、入札者に求めら
れる義務を履行しなかった者の提出した入札
書は無効とする。
 落札者の決定 予定価格の制限の範囲内で
あり、入札説明書で指定する性能等の要求要
件をすべて満たし最低価格で入札を行った者
を落札者とする。
 手続きにおける交渉の有無 無
 詳細は入札説明書等による。

入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。
令和２年 10 月 27 日

日本放送協会 経理局長 髙橋 正尚
◎調達機関番号 325 ◎所在地番号 13
〇第 2020１148 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 ＣＡＤアプリケー
ションVectorworks2020ライセンス購入
１式
 調達件名の特質等 入札説明書による

 納期 令和２年12月25日
 納入場所 日本放送協会経理局長が指定す
る場所
 入札方法 落札決定にあたっては、入札書
に記載された金額に消費税法及び地方消費税
法の規定により、定められた税率により算定
された金額を加算した金額（当該金額に１円
未満の端数があるときは、その端数金額を切
り捨てるものとする。）をもって落札価格とす
るので、入札者は、消費税及び地方消費税に
係る課税事業者であるか免税事業者であるか
を問わず、見積もった契約金額のうち消費税
額等に相当する額を除いた金額を記載した入
札書を提出すること。
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